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ご使用の前に
FlightLogConverter について
本書は、FlightLogConverter の取り扱い方法について記述したものです。FlightLogConverter は、
ミニサーベイヤーで使用する基地局ソフトウェア「X-Monitor」で記録した飛行ログファイル
（KMZ/KML 形式）を CSV 形式のファイルに変換するソフトウェアです。

ライセンス
FlightLogConverter

ソフトウェア使用許諾契約書

以下のソフトウェア使用許諾書をよく読んだ後、ご利用下さい。
ソフトウェア使用許諾契約書
本使用許諾契約書（以下「本契約」といいます）は、お客様（法人または個人のいずれであるかを問いま
せん。
）が FlightLogConverter（以下「本ソフトウェア」といいます。
）をインストール及び使用する権
利を下記条件に基づいて許諾を受け、お客様と弊社との間に締結された法的な契約書であることを示すも
のです。本ソフトウェアをインストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約書の各条
項に同意いただいたものとします。仮に、本契約書の条項に同意されない場合は、本ソフトウェアをイン
ストール、複製、または使用することはできません。
1.

総則
本ソフトウェアは、弊社がお客様に対して、本契約書に定める条件に同意する場合に限り使用を許諾す

るものです。お客様は、本契約書の条項に従ってのみ、本ソフトウェアのコピー、ダウンロード、インス
トール、および使用をすることができます。
2.

定義
「本ソフトウェア」とは、本契約書とともに配布されるプログラムファイル、データファイル、ドキュ

メントファイルなど、すべてのファイルをいいます。
3.

知的財産権
本ソフトウェアの知的財産権は、弊社に帰属します。但し、第三者より許諾を受けて本ソフトウェアに

組み入れたものに関しては、その部分の知的財産権は、提供者である第三者に帰属します。本ソフトウェ
アは、日本を含む各国の著作権法、および著作権に関する国際条約により保護されています。本契約は、
お客様に本ソフトウェアに関して何らの知的財産権も付与するものではありません。弊社は、本ソフトウ
ェアに関するすべての権利を留保します。
4.

輸出に関する規制
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本ソフトウェアは、日本国外へ持ち出して使用することを想定しておりません。仮に本ソフトウェアを
日本国内外に持ち出す場合、我が国の輸出管理に関する法律・規則・命令を遵守する必要がありますの
で、関係当局等に予めご相談ください。弊社としては、お客様の本ソフトウェアの日本国外における使用
には責任を負いかねますので、ご注意ください。
5.

禁止事項
お客様は、本契約書で明示的に許可している場合を除き、本ソフトウェアの複製、配布はできません。
お客様は、サンプルを除き、本ソフトウェアを改変することはできません。
お客様は、本ソフトウェアの逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングをすることはで

きません。
お客様は、本ソフトウェアのレンタル、リース、貸与、譲渡、販売、サブライセンスをすることはでき
ません。
6.

保証範囲
弊社は、本ソフトウェアの品質および機能が、お客様の個別の使用目的に適合することを保証するもの

ではなく、本ソフトウェアについて瑕疵担保責任を負いません。本ソフトウェアの誤り（バグ）の存在に
ついて、発見された、または認識した場合、弊社は速やかに対応しますが、その遂行義務をお客様に対し
て個別に負うものではありません。なお、弊社が本ソフトウェアを改良（バグ修正などをいい、ただしそ
れに限られません。
）したとき、改良後のソフトウェアについても本契約書が引き続き適用されるものと
します。
7.

免責事項
弊社は、お客様が本ソフトウェアを使用したこと、または使用できなかったことから生じる、または、

生じたいかなる損害についても、一切責任を負うものではありません。本ソフトウェアの使用は、お客様
ご自身の責任で行うこととし、本ソフトウェアの使用により生じた直接的、または間接的ないかなる損害
についても、弊社は免責されることとします。ただし、①本ソフトウェアの推奨動作環境のもと、②専ら
本ソフトウェアの不具合に起因し、遠隔操作される飛行体（ミニサーベイヤーに限る）が墜落等をして飛
行体の損傷、または人的物的損害を生じた場合で、③お客様がミニサーベイヤー安全ガイドライン等の安
全ガイドラインを遵守したこと、かつ、④専用コントローラーを適切に利用しても墜落等の回避が不可能
であったこと、を客観的に証明した場合にはこの限りではありません。
本ソフトウェアについて、お客様と第三者との間で著作権その他知的財産権上の紛争、製造物責任法に
基づく紛争等が生じた場合といえども、弊社は一切のその責任を負いません。また、本ソフトウェアの利
用に関して、お客様又はお客様の顧客に何らかの損害が生じた場合でも、一切のその責任を負いません。
本ソフトウェアの利用により、万が一ハードウェア機器若しくはデータ等に支障が生じた場合でも、弊
社は一切その責任を負いません。
8.

準拠法及び管轄
本契約書は、日本国法に準拠し、解釈されるものとします。また、本契約書に関して生じる紛争につい

ては、千葉地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
9.

契約期間
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本契約は、本ソフトウェアのインストール、もしくは使用を開始した際に発効し、本契約の終了まで有
効なものとします。
本契約は、本ソフトウェアの全部、または一部が使用可能な状態である間、有効です。但し、契約期間中
であっても、お客様が本契約のいずれかに違反したときは、本契約は終了するものとし、お客様に許諾し
た権利はすべて失効するものとします。本契約が終了した場合、お客様は本ソフトウェアの使用を中止
し、お客様の負担で本ソフトウェア（構成部分、複製物、関連資料など全て）を破棄する必要がありま
す。
10.

契約終了

お客様が本契約のいずれかの条項に違反したにも拘わらず、使用を継続した場合、弊社は、お客様に対
し、お客様に使用継続により被った損害をお客様に請求することができます。
以上
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動作環境
FlightLogConverter の動作環境を表 1 に示します。
表 1
項目
OS

仕様

動作環境
備考

Windows7
Windows8
Windows8.1
Windows 10

CPU

Intel Core i5 以上 推奨

メモリ

4GB 以上 推奨

.NET

―

※注意事項：インストールする PC 環境内のセキュリティソフトウェアにより正常動作に影響をおよぼす
場合がございます。ご利用の際は、セキュリテソフトウェアとの依存関係をご留意下さい。
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インストール手順
FlightLogConverter のインストール手順を説明します。

1. 「setup.exe」を押下し、インストールを
開始して下さい。
※なお、既にインストール済みの場合は
アンインストールを行った後にインスト
ールを開始して下さい。

図 1

setup.exe アイコン

図 2

インストール画面①

図 3

インストール画面②

2. インストール画面上の「次へ」ボタンを
クリックします。

3. 使用許諾契約を確認後、
「使用許諾契約の
条項に同意します」にチェックを入れま
す。
4. インストール画面上の「次へ」ボタンを
クリックします。
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5. インストール画面上の「インストール」
ボタンをクリックします。
（なお、インス
トールの設定は、変更することはできま
せん。
）
6. ユーザアカウント制御が求められた場
合、
「はい」ボタンをクリックして、イン
ストールを実行します。

図 4

インストール画面③

図 5

インストール画面④

図 6

インストール画面⑤

7. インストールが開始されます。

8. インストール完了画面の表示後、
「完了」
ボタンをクリックします
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9. インストールした FlightLogConverter
がデスクトップに表示されていることを
確認して下さい。

図 7

FlightLogConverter アイコン

アンインストール手順
FlightLogConverter のアンインストール手順を説明します。

1. スタートメニュー→ACSL→Tool→
FlightLogConverter‗Uninstall を選択
し、アンインストールを行ってくださ
い。
※もしくは「プログラムのアンインスト
ールと変更」を開き、
「FlightLogConverter」を選択し、押下
します。

図 8

プログラムのアンイストールと変更画面

2. 「はい」をクリックします。

図 9

アンイストール画面①

図 10

アンイストール画面②

3. アンインストールが開始されます。
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画面仕様
メイン画面

図 11

FlightLogConverter メイン画面

プロット画面

図 12 FlightLogConverter プロット画面
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ヘルプ画面

図 13

FlightLogConverter ヘルプ画面

図 14

FlightLogConverter About 画面

About 画面
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操作方法
FlightLogConverter 開始/終了
FlightLogConverter の開始
インストールした FlightLogConverter（図 15）を実行します。図 16 に示す FlightLogConverter
のメイン画面例が表示されることを確認して下さい。

図 15 FlightLogConverter のアイコン

図 16 FlightLogConverter 起動画面例
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FlightLogConverter の終了
図 17 の 2 箇所の赤枠に示す終了ボタンのどちらかをクリックすると終了します。

図 17 FlightLogConverter の終了ボタン（赤枠）
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KML/KMZ ファイル開く
飛行ログを開く
飛行ログを開くには、図 18 の 2 箇所の赤枠に示す Open ボタンをクリックすると図 20 に示すダ
イアログ画面が起動します。ダイアログの赤枠から飛行ログファル形式（KML/KMZ）を選択し、開
くボタンをクリックして下さい。または、飛行ログを画面中央上部のテキストボックスにドラッグ＆
ドロップですることで読込が開始されます。正常に読み込まれた場合、図 21 に示すように飛行ログの
データリストが表示されます。もしくは、図 19 のように KML ファイルの拡張子を常に開くソフトウ
ェアに FlightLogConverter を設定することで、飛行ログファイルを押下するだけで、
FlightLogConverter が開きます。

図 18 FlightLogConverter の飛行ログファイルを開くボタン（赤枠）

図 19 ファイル拡張子の設定
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図 20 FlightLogConverter の開くダイアログ画面

図 21 FlightLogConverter の飛行ログデータリスト
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CSV ファイル保存
ヘッダー名の選択
飛行ログデータの読み込みの完了が確認後、図 22 のように CSV 保存時のヘッダー名を選択して下さ
い。ヘッダー名は、図 23 もしくは図 24 のような形式で保存されます。

図 22

FlightLogConverter のヘッダー選択

図 23 ヘッダー名（XML 形式）

図 24

ヘッダー名（Content 形式）
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飛行ログデータの選択
飛行ログデータリストから CSV 形式で保存するデータを赤枠のチェックボックスをクリックして選
択して下さい。All チェックボックスはすべての飛行ログデータが選択され、Action チェックボックス
は撮影情報などの情報が自動選択されます。

図 25 FlightLogConverter の飛行ログデータリストの選択
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飛行ログデータの CSV 保存
飛行ログデータの CSV ファイルの保存は、図 26 の赤枠の 2 箇所の赤枠に示す Save ボタンをクリ
ックすると図 27 に示すダイアログ画面が起動します。保存先を選択し、保存ボタンをクリックして下
さい。正常に保存された場合、図 28 に示すように飛行ログの保存先を開くか確認が表示されます。

図 26 FlightLogConverter の保存ボタン（赤枠）

図 27 FlightLogConverter 保存ダイアログ画面

16

図 28 FlightLogConverter の保存完了画面

図 29 CSV ファイルの変換例
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簡易グラフ表示機能
飛行ログデータの選択
飛行ログデータリストからプロットするデータを赤枠のチェックボックスをクリックして選択して
下さい。All チェックボックスはすべての飛行ログデータが選択され、Action チェックボックスは撮影
情報などの情報が自動選択されます。
※All チェックですとプロット処理が重くなるケースがあります。3 つ程度を目安にプロットするデー
タを選択して下さい。

図 30 FlightLogConverter の飛行ログデータリストの選択

18

プロット開始
プロット開始は、「File(F)」→「Plot(P)」を押下し開始されます。なお、データが選択されていない場
合は何も表示されません。

図 31 FlightLogConverter のプロット開始

プロット画面
チャート画面上を右クリックするとメニューPopup が表示されます。上から「Fit to view（表示範囲の
自動調整）」「Copy screenshot（チャート画面のコピー）」「Save screenshot（チャート画面の保
存）」の機能を有しています。横軸が基地局ソフトウェアの飛行ログ保存時間、縦軸が飛行ログデータの
値です。

図 32 FlightLogConverter のプロット画面
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外部機能
飛行ログデータの ImageMasterUAS 対応のファイル変換
空撮写真の画像から 3D 地形デルを作成する㈱トプコン製「ImageMaster」に対応したファイルに変換
することができます。図 33 のファイルの種類を「ImageMasterUAS 形式」を選択し、保存ボタンをクリ
ックして下さい。正常に保存された場合、図 34 に示すように飛行ログの保存先を開くか確認が表示され
ます。

図 33

図 34

ImageMasterUAS 対応ファイル変換/保存

ImageMasterUAS 対応ファイル変換/保存完了画面
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図 35

Google Earth 表示例（©Google）

下記の保存されたデータを示します。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<kml xmlns:kml="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2">
<Document>
<name>CameraPosition3D</name>
<Folder>
<name>Camera Positions</name>
<Placemark>
<name>Position1</name>
<Style>
<IconStyle>
<Icon>
<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/camera.png</href>
</Icon>
</IconStyle>
</Style>
<Point>
<coordinates>140.103617,35.6307002,91.1307335</coordinates>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</Point>
<description><![CDATA[<textarea name=info rows=7 cols=50>
Lat:35:37:50.506
Lon:140:6:13.010
Alt(m):91.3381577
gpsAlt(m):91.3381577
Roll:0.966796875
Pitch:-0.834960938
Yaw:20.6048584
gps weeksec:460598.406</textarea>]]></description>
</Placemark>
</Folder>
</Document>
</kml>

21

トラブルシューティング
飛行ログデータの読み込みができない
表 2(101)のメッセージが表示された場合、飛行ログファイルの XML のタグに破損（抜け落ちてい
る）箇所がないか確認して下さい。破損（抜け落ちている）箇所ある場合は、修正・追加して下さい。
表 2(201)のメッセージが表示された場合、選択した飛行ログデータに破損（抜け落ちている）箇所が
ないか確認して下さい。破損（抜け落ちている）箇所ある場合は、修正・追加して下さい。
表 2
No.

メッセージ一覧

メッセージ

内容

101

OpenDocument

飛行ログファイルを開く処理の失敗

201

SaveDocument

飛行ログファイルを保存処理の失敗

表 3 飛行ログデータ破損例
不正

正常

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">

<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">

<Document>

<Document>

<name>＊＊＊</name>

<name>＊＊＊</name>

<Placemark>＊＊＊</Placemark>

<Placemark>＊＊＊</Placemark>

︙

︙

<Placemark>＊＊＊</Placemark>

<Placemark>＊＊＊</Placemark>
</Document>
</kml>
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参照
参照 A：飛行ログのデータフォーマット
ミニサーベイヤーの飛行ログファイル（KML 形式/KMZ 形式[KML 圧縮形式]）の XML 形式のデータフ
ォーマットを表 4 に示します。
表 4 飛行ログデータフォーマット(KML 形式)
内容
制御系の制御入力データ

目的

XML タグ

上位制御制御入力(Throttle)

<UAV><Ctrl><Input a="H" t="R4" i="0">

上位制御制御入力(Roll)

<UAV><Ctrl><Input a="H" t="R4" i="1">

上位制御制御入力(Pitch)

<UAV><Ctrl><Input a="H" t="R4" i="2">

上位制御制御入力(Yaw)

<UAV><Ctrl><Input a="H" t="R4" i="3">

下位制御制御入力(Throttle)

<UAV><Ctrl><Input a="L" t="R4" i="0">

下位制御制御入力(Roll)

<UAV><Ctrl><Input a="L" t="R4" i="1">

下位制御制御入力(Pitch)

<UAV><Ctrl><Input a="L" t="R4" i="2">

下位制御制御入力(Yaw)

<UAV><Ctrl><Input a="L" t="R4" i="3">

上位制御制御入力(Throttle)

<UAV><Ctrl><Input a="H" t="R4" i="0">

力データが付属した制御

上位制御制御入力(Roll)

<UAV><Ctrl><Input a="H" t="R4" i="1">

系の制御入力データ

上位制御制御入力(Pitch)

<UAV><Ctrl><Input a="H" t="R4" i="2">

上位制御制御入力(Yaw)

<UAV><Ctrl><Input a="H" t="R4" i="3">

下位制御制御入力(Throttle)

<UAV><Ctrl><Input a="L" t="R4" i="0">

下位制御制御入力(Roll)

<UAV><Ctrl><Input a="L" t="R4" i="1">

下位制御制御入力(Pitch)

<UAV><Ctrl><Input a="L" t="R4" i="2">

下位制御制御入力(Yaw)

<UAV><Ctrl><Input a="L" t="R4" i="3">

ロータ番号 1 への入力値

<UAV><Ctrl><Rotor t="I6" i="0">

ロータ番号 2 への入力値

<UAV><Ctrl><Rotor t="I6" i="1">

ロータ番号 3 への入力値

<UAV><Ctrl><Rotor t="I6" i="2">

ロータ番号 4 への入力値

<UAV><Ctrl><Rotor t="I6" i="3">

ロータ番号 5 への入力値

<UAV><Ctrl><Rotor t="I6" i="4">

ロータ番号 6 への入力値

<UAV><Ctrl><Rotor t="I6" i="5">

上位制御制御入力(Throttle)

<UAV><Ctrl><Input a="H" t="R4" i="0">

力データが付属した制御

上位制御制御入力(Roll)

<UAV><Ctrl><Input a="H" t="R4" i="1">

系の制御入力データ確認

上位制御制御入力(Pitch)

<UAV><Ctrl><Input a="H" t="R4" i="2">

上位制御制御入力(Yaw)

<UAV><Ctrl><Input a="H" t="R4" i="3">

下位制御制御入力(Throttle)

<UAV><Ctrl><Input a="L" t="R4" i="0">

下位制御制御入力(Roll)

<UAV><Ctrl><Input a="L" t="R4" i="1">

下位制御制御入力(Pitch)

<UAV><Ctrl><Input a="L" t="R4" i="2">

下位制御制御入力(Yaw)

<UAV><Ctrl><Input a="L" t="R4" i="3">

6 個のロータに対する入

12 個のロータに対する入

機体調整時の性能確認

項目

機体調整時の性能確認

機体調整時の性能
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最小限の制御系の制御

機体調整時の性能確認

入力データ

IMU センサ・気圧センサ

センサデータの監視

のデータ

IMU の磁場データ

GPS 生データ

GPS の付加情報データ

センサデータの監視

センサデータの監視

センサデータの監視

ロータ番号 1 への入力値

<UAV><Ctrl><Rotor t="I12" i="0">

ロータ番号 2 への入力値

<UAV><Ctrl><Rotor t="I12" i="1">

ロータ番号 3 への入力値

<UAV><Ctrl><Rotor t="I12" i="2">

ロータ番号 4 への入力値

<UAV><Ctrl><Rotor t="I12" i="3">

ロータ番号 5 への入力値

<UAV><Ctrl><Rotor t="I12" i="4">

ロータ番号 6 への入力値

<UAV><Ctrl><Rotor t="I12" i="5">

ロータ番号 7 への入力値

<UAV><Ctrl><Rotor t="I12" i="6">

ロータ番号 8 への入力値

<UAV><Ctrl><Rotor t="I12" i="7">

ロータ番号 9 への入力値

<UAV><Ctrl><Rotor t="I12" i="8">

ロータ番号 10 への入力値

<UAV><Ctrl><Rotor t="I12" i="9">

ロータ番号 11 への入力値

<UAV><Ctrl><Rotor t="I12" i="10">

ロータ番号 12 への入力値

<UAV><Ctrl><Rotor t="I12" i="11">

上位制御制御入力(Throttle)

<UAV><Ctrl><Input a="H" t="R4" i="0">

上位制御制御入力(Roll)

<UAV><Ctrl><Input a="H" t="R4" i="1">

上位制御制御入力(Pitch)

<UAV><Ctrl><Input a="H" t="R4" i="2">

上位制御制御入力(Yaw)

<UAV><Ctrl><Input a="H" t="R4" i="3">

角速度(X 軸/Roll)

<UAV><IMU><Gyro t="R3" i="0">

角速度(Y 軸/Pitch)

<UAV><IMU><Gyro t="R3" i="1">

角速度(Z 軸/Yaw)

<UAV><IMU><Gyro t="R3" i="2">

加速度(X 軸)

<UAV><IMU><Acc t="R3" i="0">

加速度(Y 軸)

<UAV><IMU><Acc t="R3" i="1">

加速度(Z 軸)

<UAV><IMU><Acc t="R3" i="2">

磁束密度の大きさ

<UAV><IMU><MagNorm t="R3">

姿勢角(Roll)

<UAV><IMU><Att t="R3" i="0">

姿勢角(Pitch)

<UAV><IMU><Att t="R3" i="1">

姿勢角(Yaw)

<UAV><IMU><Att t="R3" i="2">

気圧高度

<UAV><PS><Alt>

磁束密度(X 軸)

<UAV><IMU><Mag t="R3" i="0">

磁束密度(Y 軸)

<UAV><IMU><Mag t="R3" i="1">

磁束密度(Z 軸)

<UAV><IMU><Mag t="R3" i="2">

緯度

<UAV><GPS><Lat>

経度

<UAV><GPS><Lon>

高度

<UAV><GPS><Alt>

速度(North/X 軸)

<UAV><GPS><Vel c="r" t="R3" i="0">

速度(East/Y 軸)

<UAV><GPS><Vel c="r" t="R3" i="1">

速度(Down/Z 軸)

<UAV><GPS><Vel c="r" t="R3" i="2">

補足衛星数

<UAV><GPS><Sats>

水平位置精度

<UAV><GPS><hPosAcc>

垂直位置精度

<UAV><GPS><vPosAcc>
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航法演算データ

航法演算データ・姿勢デ

センサデータの監視

センサデータの監視

ータ付き

制御目標値のデータ

センサデータの監視

水平速度精度

<UAV><GPS><hVelAcc>

垂直速度精度

<UAV><GPS><vVelAcc>

緯度

<UAV><Nav><Lat>

経度

<UAV><Nav><Lon>

高度

<UAV><Nav><Alt>

速度(North/X 軸)

<UAV><Nav><Vel c="r" t="R3" i="0">

速度(East/Y 軸)

<UAV><Nav><Vel c="r" t="R3" i="1">

速度(Down/Z 軸)

<UAV><Nav><Vel c="r" t="R3" i="2">

姿勢角(Yaw)

<UAV><IMU><Att t="R3" i="2">

緯度

<UAV><Nav><Lat>

経度

<UAV><Nav><Lon>

高度

<UAV><Nav><Alt>

速度(North/X 軸)

<UAV><Nav><Vel c="r" t="R3" i="0">

速度(East/Y 軸)

<UAV><Nav><Vel c="r" t="R3" i="1">

速度(Down/Z 軸)

<UAV><Nav><Vel c="r" t="R3" i="2">

姿勢角(Roll)

<UAV><IMU><Att t="R3" i="0">

姿勢角(Pitch)

<UAV><IMU><Att t="R3" i="1">

姿勢角(Yaw)

<UAV><IMU><Att t="R3" i="2">

姿勢目標値(X 軸/Roll)

<UAV><Ref><Att t="R3" i="0">

姿勢目標値(Y 軸/Pitch)

<UAV><Ref><Att t="R3" i="1">

姿勢目標値(Z 軸/Yaw)

<UAV><Ref><Att t="R3" i="2">

速度目標値(X 軸)

<UAV><Ref><Vel c="n" t="R3" i="0">

速度目標値(Y 軸)

<UAV><Ref><Vel c="n" t="R3" i="1">

速度目標値(Z 軸)

<UAV><Ref><Vel c="n" t="R3" i="2">

高度目標値

<UAV><Ref><Alt>

ウェイポイントのデータお

設定中のウェイポイントの

緯度

<UAV><Wpt><Lat>

よび設定コマンド

監視／ウェイポイントの設

経度

<UAV><Wpt><Lon>

定

高度

<UAV><Wpt><Alt>

方位

<UAV><Wpt><Yaw>

飛行速度

<UAV><Wpt><Spd>

飛行番号

<UAV><Wpt><No>

緯度

<UAV><Home><Lat>

経度

<UAV><Home><Lon>

高度

<UAV><Home><Alt>

方位

<UAV><Home><Yaw>

帰還地点データ

自動帰還機能

システムの内部状態を表

内部状態（フラグ・各種モ

起動モード

<UAV><Sys><Mode><Boot>

すデータ

ード）の通知

駆動モード

<UAV><Sys><Mode><Drv>

制御モード

<UAV><Sys><Mode><Ctrl>

自律モード

<UAV><Sys><Mode><Auto>
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UAV で発生したエラーデ

エラー、警告の通知

ータ

アクション実行地点データ

撮影ポイントなどの記録

内部フラグ(下位)

<UAV><Sys><Flag a="L">

内部フラグ(上位)

<UAV><Sys><Flag a="H">

CPU 使用率(下位)

<UAV><Sys><CPU a="L">

CPU 使用率(上位)

<UAV><Sys><CPU a="H">

セル平均電源電圧

<UAV><Voltage>

RC レシーバ-MCU 間通信健全度

<UAV><Health><ReceiverComm>

RC レシーバ-受信健全度

<UAV><Health><ReceiverRecep>

ジャイロセンサ-MCU 間通信健全度

<UAV><Health><GyroComm>

ジャイロセンサ計測健全度

<UAV><Health><GyroMeas>

MCU-MCU 間通信健全度(下位受信)

<UAV><Health><McuComm a="L">

MCU-MCU 間通信健全度(上位受信)

<UAV><Health><McuComm a="H">

IMU 通信健全度

<UAV><Health><ImuComm>

IMU ジャイロ計測健全度

<UAV><Health><ImuGyroMeas>

IMU 加速度計測健全度

<UAV><Health><ImuAccMeas>

IMU 磁気計測健全度

<UAV><Health><ImuMagMeas>

気圧センサ-MCU 間通信健全度

<UAV><Health><PsComm>

気圧センサ計測健全度

<UAV><Health><PsMeas>

GPS-MCU 間通信健全度

<UAV><Health><GpsComm>

GPS 計測健全度

<UAV><Health><GpsMeas>

データリンク通信健全度(UAV 受信)

<UAV><Health><Datalink a="U">

データリンク通信健全度(GCS 受信)

<UAV><Health><Datalink a="D">

データリンク通信受信強度(UAV 受信)

<UAV><RSSI><Datalink a="U">

データリンク通信受信強度(GCS 受信)

<UAV><RSSI><Datalink a="D">

エラークラス ID

<UAV><Error><ID>

エラーレベル

<UAV><Error><Level>

時間情報

<UAV><Error><Ticks>

エラー種別

<UAV><Error><Category>

エラー固有パラメータ

<UAV><Error><Param>

アクションタイプ

<UAV><Action a="文字列">

カウント

<UAV><Action a="文字列"><Count>

緯度

<UAV><Action a="文字列"><Lat>

経度

<UAV><Action a="文字列"><Lon>

高度

<UAV><Action a="文字列"><Alt>

姿勢角(Roll)

<UAV><Action a="文字列"><Att t="R3"
i="0">

姿勢角(Pitch)

<UAV><Action a="文字列"><Att t="R3"
i="1">

姿勢角(Yaw)

<UAV><Action a="文字列"><Att t="R3"
i="2">

GPS 週

<UAV><Action a="文字列"><GpsWeek>
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汎用データ

GPS 週秒

<UAV><Action a="文字列"><GpsWeekSec>

特注等による計測機のデ

データ形式

<UAV><GP><Type>

ータを記録

データ 1

<UAV><GP><Data i="0">

データ 2

<UAV><GP><Data i="1">

データ 3

<UAV><GP><Data i="2">

データ 4

<UAV><GP><Data i="3">
<UAV><Firm a="L"><Ver t="S">

ファ ームウェア情報 を通

ファームウェア情報の転

メジャー番号（下位制御 MCU）

知するためのパケット

送

マイナ番号（下位制御 MCU）
リビジョン番号（下位制御 MCU）
ビルド日付（下位制御 MCU）

<UAV><Firm a="L"><BuildDate t="S">

エディションコード（下位制御 MCU）

<UAV><Firm a="L"><Edition t="S">

メジャー番号（上位制御 MCU）

<UAV><Firm a="H"><Ver t="S">

マイナ番号（上位制御 MCU）
リビジョン番号（上位制御 MCU）
ビルド日付（上位制御 MCU）

<UAV><Firm a="H"><BuildDate t="S">

エディションコード（上位制御 MCU）

<UAV><Firm a="H"><Edition t="S">

Ch1

<UAV><Propo><An t="R16" i="0">

Ch2

<UAV><Propo><An t="R16" i="1">

Ch3

<UAV><Propo><An t="R16" i="2">

Ch4

<UAV><Propo><An t="R16" i="3">

Ch5

<UAV><Propo><An t="R16" i="4">

Ch6

<UAV><Propo><An t="R16" i="5">

Ch7

<UAV><Propo><An t="R16" i="6">

Ch8

<UAV><Propo><An t="R16" i="7">

Ch9

<UAV><Propo><An t="R16" i="8">

Ch10

<UAV><Propo><An t="R16" i="9">

Ch11

<UAV><Propo><An t="R16" i="10">

Ch12

<UAV><Propo><An t="R16" i="11">

Ch13

<UAV><Propo><An t="R16" i="12">

Ch14

<UAV><Propo><An t="R16" i="13">

Ch15

<UAV><Propo><An t="R16" i="14">

Ch16

<UAV><Propo><An t="R16" i="15">

Ch17

<UAV><Propo><Dg t="" i="0">

Ch18

<UAV><Propo><Dg t="" i="1">

フレームロスト

<UAV><Propo><Lost>

フェイルセーフ

<UAV><Propo><FS>

上位制御 MCU のデバッ

0 番目配列要素

<UAV><Debug a="H" t="X8" i="0">

グ領域の値

1 番目配列要素

<UAV><Debug a="H" t="X8" i="1">

2 番目配列要素

<UAV><Debug a="H" t="X8" i="2">
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3 番目配列要素

<UAV><Debug a="H" t="X8" i="3">

4 番目配列要素

<UAV><Debug a="H" t="X8" i="4">

5 番目配列要素

<UAV><Debug a="H" t="X8" i="5">

6 番目配列要素

<UAV><Debug a="H" t="X8" i="6">

7 番目配列要素

<UAV><Debug a="H" t="X8" i="7">

8 番目配列要素

<UAV><Debug a="H" t="X8" i="8">

9 番目配列要素

<UAV><Debug a="H" t="X8" i="9">

10 番目配列要素

<UAV><Debug a="H" t="X8" i="10">

11 番目配列要素

<UAV><Debug a="H" t="X8" i="11">

12 番目配列要素

<UAV><Debug a="H" t="X8" i="12">

13 番目配列要素

<UAV><Debug a="H" t="X8" i="13">

14 番目配列要素

<UAV><Debug a="H" t="X8" i="14">

15 番目配列要素

<UAV><Debug a="H" t="X8" i="15">

下位制御 MCU のデバッ

0 番目配列要素

<UAV><Debug a="L" t="X8" i="0">

グ領域の値

1 番目配列要素

<UAV><Debug a="L" t="X8" i="1">

2 番目配列要素

<UAV><Debug a="L" t="X8" i="2">

3 番目配列要素

<UAV><Debug a="L" t="X8" i="3">

4 番目配列要素

<UAV><Debug a="L" t="X8" i="4">

5 番目配列要素

<UAV><Debug a="L" t="X8" i="5">

6 番目配列要素

<UAV><Debug a="L" t="X8" i="6">

7 番目配列要素

<UAV><Debug a="L" t="X8" i="7">

8 番目配列要素

<UAV><Debug a="L" t="X8" i="8">

9 番目配列要素

<UAV><Debug a="L" t="X8" i="9">

10 番目配列要素

<UAV><Debug a="L" t="X8" i="10">

11 番目配列要素

<UAV><Debug a="L" t="X8" i="11">

12 番目配列要素

<UAV><Debug a="L" t="X8" i="12">

13 番目配列要素

<UAV><Debug a="L" t="X8" i="13">

14 番目配列要素

<UAV><Debug a="L" t="X8" i="14">

15 番目配列要素

<UAV><Debug a="L" t="X8" i="15">

年

<GCS><SystemTime><wYear

月

<GCS><SystemTime><wMonth

日

<GCS><SystemTime><wDay>

時

<GCS><SystemTime><wHour >

分

<GCS><SystemTime><wMinute>

秒

<GCS><SystemTime><wSecond>

ミリ秒

<GCS><SystemTime><wMilliseconds>

GCS 記録時刻

基地局が記録した時刻
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お問合せ
FlightLogConverter の取扱方法に関するお問合せを下記の連絡先にて、お答えします。

▶ 株式会社 自律制御システム研究所
住 所 ： 〒261-7132 千葉市美浜区中瀬二丁目 6 番地 1 WBG マリブウエスト 32 階
受付時間： 9：00～17：45 （土・日・祝日・ゴールデンウィーク・お盆・年末年始を除く）
TEL ： 043-305-5871
FAX ： 043-305-5881
E-mail: contact@acsl.co.jp
HP：http://www.acsl.co.jp
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